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■■１Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１４時３０分）（電投締切１４時２７分） 
 
＜展望＞『負け戦なら「吉澤」で不動』 
 地元取手記念で完全に甦った⑤（吉澤）だったが、決勝で山崎賢人に完膚無きまゝやられた事
が少なからず影響してたのが前２走だけど、気持は落ち込んでなかったし残り３走は全部押し切
る闘志。連携するのはやっとと言う顔をしていた炎のレーサー⑨（芦澤大）、抜く事より捲りは
全て体を張って止めてしまう真のマーカー。この後はベテラン①（白戸）。今回の⑦（松浦）は
走り過ぎたのに、つい練習やり過ぎたとしか思えない鈍い動きは気に成るが、そこは根性者なの
で。②（岩津）が追走。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １白戸淳太郎 茨城の３番手。 
×２岩津裕介  松浦に任せる。 
 ３高原仁志  中国の３番手。 
注４稲川 翔  太佑（中井）に任せる。 
◎５吉澤純平  芦澤さんと決める自力。 
 ６中井太祐  自力で頑張る。 
△７松浦悠士  自力基本にやる。 
 ８山田庸平  単騎で自力・自在。 
○９芦澤大輔  純平（吉澤）を信頼。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】９１【７】２３【８】【６】４ 
 
＜穴を探る＞ （松浦）本来の調子ならば。 ７－２ ７－５ 
 
２車単 ５＝９ ５－７ ５－２ 
３連単 ５－９－１２７８ 
 
 
 

第４日 

 



 
■■２Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１４時５９分）（電投締切１４時５６分） 
 
＜展望＞『人間好し「山崎芳」こゝでは上位』 
 予選の１回戦は仕方ないにしても、２回戦で小松崎大地と一緒に成った時は多分「頂き」と思
ったのは競輪祭２度Ｖの大豪⑦（山崎芳）、結果はまさかの負け戦を走る事に成るとは、それで
も悪びれず笑顔で「頑張ります」は凄い事で、こゝは北の後輩②（和田圭）の要望に応える捲り
で健在をアピールする。先輩③（成清）に任された⑧（岩本）は前を取っての捲りを主戦法にし
ているが、逃げても強いので試すチャンスかも。元気一杯①（山本）の先行・捲りには、恵まれ
てないだけの⑤（東口）。ライン長いのは関東だが。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１山本伸一  ２車でも自力基本。 
○２和田 圭  山崎さんに任せます。 
 ３成清貴之  岩本君に黙って任せます。 
 ４杉森輝大  関東の先頭で。 
特５東口善朋  山本を信頼。 
 ６志村太賀  茨城の３番手。 
◎７山崎芳仁  自力で頑張ります。 
▲８岩本俊介  何時も通りの自力戦。 
 ９芦澤辰弘  杉森さんの番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５【７】２【４】９６【８】３ 
 
＜穴を探る＞（岩本）の捲りが決まる。 ８－３ 
 
２車単 ７＝２ ７＝８ ７－１ 
３連単 ７－２－１５８  ８－３－１５７ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１５時２８分）（電投締切１５時２５分） 
 
＜展望＞『無念の「山中」残りは３連勝』 
 昨年の競輪祭は決勝で連携した⑦（山中）と③（渡邉晴）、今年はナイターで６日制と成り、
勝ち上がり方式が変わったとは言え、まさかの負け戦を３日間闘う事に成るとは、２人共に１日
休んで体調を整えたので新たな気持に成り、（山中）は何時も通りに捲りを決めるし、（渡邉）は
付いて行く事に集中する。調子は良好の⑤（齋藤）が３番手。このまゝでは終わりたくない小倉
バンクの鬼④（取鳥）は、①（桑原）⑧（湊）を従えての先行勝負。高校の大先輩⑨（神山雄）
に任された②（長島）は、捲りでなく逃げているのがこれ迄だけど。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １桑原大志  取鳥の番手。 
 ２長島大介  神山さんの前で先行基本。 
○３渡邉晴智  山中の後輪に集中します。 
△４取鳥雄吾  逃げ主体に頑張ります。 
注５齋藤登志信 南関の３番手。 
 ６山下 渡  栃木の３番手。 
◎７山中秀将  自力で人気に応えます。 
 ８湊 聖二  こゝも桑原さんの後。 
×９神山雄一郎 大介（長島）の好きに。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】１８【２】９６【７】３５ 
 
＜穴を探る＞ 若武者（取鳥）が逃げる。 ４－７ ４－８ 
 
２車単 ７－３ ７－４ ７－９ 
３連単 ７－３－５  ７－４－２９ 
 



 
 
■■４Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１５時５７分）（電投締切１５時５４分） 
 
＜展望＞『北の作戦が決まる公算大』 
 このまゝでは何をしに走りに来たのかに成るアスリート①（渡邉一）、東京五輪を目指して特
別な練習をしてるのに、これで本当に大丈夫なのかと思わせる前２走、１日休んでリフレッシュ
したので自力でも大丈夫だったのに、石橋を叩いても渡らない番組は復調⑥（早坂）を付ける親
切。３番手の⑨（守澤）も今回は珍らしく冴えないが、（渡邉一）には気合で付いて行かないと
ファンに申し訳ないで２着キープ。早く立ち直りたい⑧（桐山）は、補充の③（山賀）には「俺
が前でやる」の闘志。⑦（金子）そして④（川村）の自力型も一度は動く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１渡邉一成  こゝは秀悟（早坂）に任せる。 
 ２北野武史  川村君の番手。 
注３山賀雅仁  桐山君の番手に成りました。 
 ４川村晃司  ２車でも自力。 
 ５牛山貴広  金子君の番手ですね。 
△６早坂秀悟  北の先頭で頑張る。 
 ７金子幸央  自力ですね。 
×８桐山敬太郎 山賀さんの前でやる。 
○９守澤太志  北日本３番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【６】１９【８】３【４】２【７】５ 
 
＜穴を探る＞ 南関コンビで決める。８＝３ 
 
２車単 １＝９ １－６ １－８ 
３連単 １－９－３６７８ 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１６時２６分）（電投締切１６時２３分） 
 
＜展望＞『責任感強い「村上」が決める』 
 これが魂の走りとばかり２回戦の②（村上義）は、後輩川村晃司を連れて鐘前から仕掛けたの
は生き様なのかも、流石に１周半では長かったのか捲りに屈したが、この気持ある限り後数年は
ＧＰに出場し続けるのでは、こゝは何度もある近畿の後輩⑦（南）を目標に、後の④（山内）と
で独占する事に全力を投じる。前回の取手記念からリズムを狂わしてる⑤（根田）の自力には③
（神山拓）⑨（小林）の関東コンビ。狙いたいのは競輪祭初登場⑧（佐藤幸）の捲り。後は①
（橋本）⑥（筒井）の瀬戸内コンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１橋本 強  佐藤君に任せます。 
◎２村上義弘  潤（南）を援護出来る様に。 
 ３神山拓弥  根田君に任せる。 
△４山内卓也  近畿の３番手。 
注５根田空史  関東の前で自力。 
 ６筒井敦史  こゝも橋本に任せる。 
○７南  潤  村上さんの前で頑張ります。 
 ８佐藤幸治  瀬戸内の前で自力戦。 
 ９小林大介  東ラインで３番手固める。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】２４【８】１６【５】３９ 
 
＜穴を探る＞（佐藤）の捲りが狙い。 ８＝１ 
 
２車単 ２－７ ２－４ ２－１ 
３連単 ２－７＝４ 
 



 
 
■■６Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間１６時５６分）（電投締切１６時５３分） 
 
＜展望＞『南関東コンビに期待したが・・・？』 
 準決勝に乗るには２着権利の狭き門に力ある９人が全力を尽くして闘いを繰り広げる一戦、
こゝ迄来たら調子は変わらないので後は勇気を出して攻める事が出来るかどうかに成る。その一
番手は、同期のライバル清水裕友（山口）が刺激に成ってる先行レーサー③（渡邉雄）に任せる
こゝ一番に強い実力者⑦（和田健）。練習では仕上ってたと評判の②（荒井）は、好調と宣言し
てる⑥（吉本）がそれなりのレースをやってくれたらの頭狙い。何とかして準決勝には乗りたい
①（佐藤慎）は、落車後でやゝ不元気の⑨（菅田）が頼み。狙いたいのは明るい④（小川）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
特１佐藤慎太郎 菅田に準決を託す。 
▲２荒井崇博  吉本の番手。 
○３渡邉雄太  先行主体に頑張る。 
×４小川真太郎 自力基本にやります。 
 ５岡 光良  南関の３番手。 
 ６吉本卓仁  荒井さんの前で自力。 
◎７和田健太郎 雄太（渡邉）を信頼。 
 ８池田 良  小川に任せます。 
 ９菅田壱道  自力・自在に準決へ。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】７５【９】１【４】８【６】２ 
 
＜穴を探る＞ 勝負強い（小川）が暴れる。 ４＝８ ４－７ 
 
２車単 ７＝３ ７＝２ ７－４ 
３連単 ７＝３－１２４  ２－１＝４７ 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１７時２７分）（電投締切１７時２４分） 
 
＜展望＞『単騎「小松崎」に敢えて』 
 自らの手で静岡グランプリを決めたい輪界の顔①（武田）、今期は３度の落車で体はボロボロ
に近くてもこゝ迄来たのは凄い事で、このまゝでも連続出場は大丈夫だが、叶う事なら２着迄入
り準決勝への執念も厳しいのは確か。２着権利なら逃げたが無難と考えてる徳島のニューモンス
ター③（太田）には、九州一の根性者⑥（大塚）。１回戦で故障してもゴールした⑨（山田）、そ
の執念が２回戦の２着で２予進出、こゝは④（松岡）を連れての捲りか。⑦（天田）の自力に、
南関２人より狙いたいのは単騎に成った良い男②（小松崎）の大捲り。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１武田豊樹  天田に再度任せる。 
◎２小松崎大地 単騎でも自力基本。 
○３太田竜馬  先行・捲りの自力戦。 
▲４松岡健介  久徳（山田）に任せます。 
 ５田中晴基  小原君に任せます。 
 ６大塚健一郎 太田の番手死守。 
 ７天田裕輝  こゝも武田さんの前で。 
 ８小原太樹  自力・自在にやります。 
特９山田久徳  松岡さんと決める自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】６【７】１【９】４【８】５【２】 
 
＜穴を探る＞ 近畿コンビで独占する。４＝９ 
 
２車単 ２＝３ ２＝４ ２－１ 
３連単 ２－３＝４９  ４＝９－１２３ 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１７時５８分）（電投締切１７時５５分） 
 
＜展望＞『初ＧＰに執念の「山田」を抜擢』 
 決勝に乗って３着迄入れば夢に迄見たグランプリ出場が決まるかも知れない⑨（山田英）、１
回戦は良かったのに２回戦がダメだったけど１日の休みで立て直したのならば、後を②（園田）
⑥（坂本）の地元コンビに任された事で、逃げありの自力で勝ちに行く。２回戦の逃げは圧巻だ
った①（竹内）は、大先輩⑤（志智）をどうしても準決に乗せてやりたいで逃げる事は大いに考
えられる。グランプリレース９番目の⑧（原田）は、先輩⑦（小倉）が後を固めてくれるのは心
強い限り。穴と言うより本命と同等は、捲りには絶対の自信を有してる③（和田真）。後は好気
合④（岡村）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １竹内雄作  こゝも逃げ基本にやる。 
○２園田 匠  山田に準決を。 
▲３和田真久留 先行・捲りの自力戦。 
 ４岡村 潤  真久留（和田）を信頼。 
 ５志智俊夫  雄作（竹内）の好きに。 
×６坂本亮馬  九州で３番手。 
 ７小倉竜二  研太朗（原田）を援護出来る様に。 
特８原田研太朗 何としても準決に進める自力。 
◎９山田英明  自力・自在に何としても。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５【９】２６【３】４【８】７ 
 
＜穴を探る＞（真久留）の捲りが狙い。３＝４ 
 
２車単 ９＝２ ９＝３ ９－６ 
３連単 ９－２＝３６  ３＝４－５８９ 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時２９分）（電投締切１８時２６分） 
 
＜展望＞『反省しきりの「郡司」が逃げる』 
 今回は珍らしく仕掛けがチグハグで後手踏んでる③（郡司）、調子は問題ないので、このレー
スは準決の権利が４着ならば後を信じて逃げる事を第一に、捲りに成っても一周は行ってる南関
一の良い男。その恩恵に浴すのは千葉支部長としても頑張ってる人格者⑤（中村）、レースに成
れば鬼にも仏にも成るベテラン。気迫の⑦（柏野）は勘が冴えたか、迷わず南関を選ぶ。凄い力
を有しているが、仕掛けのタイミングが少しだけズレてる①（木暮）は、後２人を勝たせるぐら
いで攻める事が出来れば。中近は②（金子）の自力に兵庫コンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１木暮安由  準決に乗る自力戦。 
注２金子貴志  近畿の前で自力でやる。 
○３郡司浩平  逃げ基本に頑張ります。 
 ４新井秀明  同期大槻さんの後から。 
◎５中村浩士  郡司に黙って任せます。 
 ６澤田義和  村田の後、３番手。 
×７柏野智典  南関の３番手から。 
 ８村田雅一  澤田さんに甘えて金子さん。 
 ９大槻寛徳  木暮君の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】５７【１】９４【２】８６ 
 
＜穴を探る＞（木暮）が捲り決める。１＝９ １－３ 
 
２車単 ５＝３ ５＝１ ５－７ 
３連単 ５－３＝１７ 
 



 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１９時０１分）（電投締切１８時５８分） 
 
＜展望＞『三重の兄弟々子コンビで独占』 
 ２日目に１日休養した事が凄く良かったのか良い顔をしてたのは天才スプリンター①（柴崎）、
こゝは１番枠を貰ったのは有利で、好きな位置を取り、そこから弟々子⑦（坂口）を連れて捲り
爆発の予感。こゝ迄来たら決勝に乗って初グランプリを決めたいのは浪花の勝負師⑨（古性）、
自力主体に前々に攻めるのは安定してる。後はグランプリ出場を決めた努力の虫③（村上博）。
２回戦で山崎賢人を差し切った②（吉田）に取って、このメンバーは先行１車も同然なのはズバ
リ狙い。後は実力者⑤（諸橋）。自在の④（松谷）迄伯仲。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１柴崎 淳  同門の弟弟子、坂口の前で自力。 
×２吉田拓矢  ２車でも先行主体。 
 ３村上博幸  優作（古性）を全面信頼。 
 ４松谷秀幸  前々からの自力・自在戦。 
注５諸橋 愛  吉田に準決を託します。 
 ６菊地圭尚  単騎で自在にやる。 
○７坂口晃輔  柴崎さんは兄弟子、信頼。 
 ８海老根恵太 松谷に任せます。 
▲９古性優作  自力・自在に勝ち上がる競走。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】５ ６【４】８【９】３【１】７ 
 
＜穴を探る＞（吉田）のパワーが狙い。 ２＝５ ２－９ 
 
２車単 １＝７ １＝９ １－２ 
３連単 １＝７－２４９  ２－５＝３９ 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１９時３４分）（電投締切１９時３１分） 
 
＜展望＞『輪界のホープ「清水」の可能性に』 
 これが現代子なのか、初日とは別人のレースをして２次予選に駒を進めた③（清水）、泥臭い
レースをしてこゝ迄来た雑草は受けて立つレースは百年早い事に気付いたのが昨日の完勝、この
レースも持ち味発揮して全国のファンに応える。後は大が付くベテラン⑦（香川）、その執こさ
は後１０年は大丈夫。スマートなレースを身上にトップスターの地位を守って来た⑤（稲垣）は、
仕事したがり屋の後輩②（椎木尾）⑧（三谷将）を信じて、考えてる事は鐘先行かも。力ある④
（井上）にも頑張って欲しいが、やってやるの気魄は強力パワー①（近藤）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
特１近藤隆司  自力で頑張るだけ。 
×２椎木尾拓哉 稲垣さんの番手。 
◎３清水裕友  自力で準決に行ける様に。 
 ４井上昌己  自力ですね。 
▲５稲垣裕之  椎木尾の前で自力。 
 ６小川勇介  井上さんに任せる。 
○７香川雄介  清水にしっかり付いて行く。 
 ８三谷将太  近畿で３番手固める。 
 ９成田和也  近藤君の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９【５】２８【３】７【４】６ 
 
＜穴を探る＞ 近畿作戦と（近藤）のパワー。 ５＝２ １－９ 
 
２車単 ３＝７ ３＝５ ３－２ 
３連単 ３－７＝２５  １－９＝３５ 
 
 



 
 
■■１２Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２０時１０分）（電投締切２０時０７分） 
 
＜展望＞『世界の「脇本」は別次元』 
 準決勝フリーパスの優秀レースにグランプリ以上のメンバーが揃うとは観るだけでも楽しいし、
思い切って贔屓の選手から勝負してみたく成る今年一番の大激戦。その中でも不動の本命は、国
内だけでなく世界の舞台で結果を残してる⑤（脇本）の強さは正に異次元なら、逆らう手は無さ
そう。後は言わずと知れた名パートナー⑦（三谷竜）、抜けるかどうかの勝負に持ち込む。（脇
本）には一度やられてる九州のニュー大砲⑨（山崎）が意地を見せた時は、我等の②（誠一郎）
が番手から出るし、⑥（鈴木）にスピードを貰う総合力上位③（平原）に、仕上ってる①（浅
井）は単の狙い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
特１浅井康太  吉田さんに甘えて番手。 
▲２中川誠一郎 山崎とは３度目の連携。 
×３平原康多  鈴木君に任せます。 
 ４新山響平  単騎で一発狙います。 
◎５脇本雄太  何時も通りの自力戦。 
 ６鈴木庸之  平原さんの前で頑張る。 
○７三谷竜生  脇本と決められる様に。 
 ８吉田敏洋  こゝは浅井の前で自力。 
 ９山崎賢人  逃げ基本に頑張ります。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】２【８】１【６】３【５】７【４】 
 
＜穴を探る＞（平原）実力の３連勝。３－５ ３－１ 
 
２車単 ５＝７ ５＝２ ５－３ 
３連単 ５－７＝１２３ 


